２０１３年１２月１７日

■力強い中低音域と艶やかな高音域が魅力の女性歌声ライブラリ

ヤマハ ソフトウェア
『VOCALOID™3 Library メルリ NEO』
− 楽曲制作に役立つ特典を多数収録。12 月 24 日（火）より先行ダウンロード販売を開始 −
ヤマハ株式会社は、「VOCALOID™3」対応の女性歌声ライブラリ『VOCALOID™3 Library メルリ NEO』
を 2014 年 1 月下旬に全国の楽器店などで発売します。また、本製品のダウンロード版『VOCALOID™3
Library メルリ』をパッケージ版に先行して、2013 年 12 月 24 日（火）より販売します。ダウンロー
ド 版 は 、 「 VOCALOID ™ 」 の オ フ ィ シ ャ ル ス ト ア で あ る 「 VOCALOID ™

STORE 」

（http://shop.vocaloidstore.com/）にて購入し、ダウンロードできます。

＜価格と発売日＞
品名

品番

税込価格（本体価格）

発売日

MERLINJP

オープンプライス

2014 年１月下旬予定

V3LB0014DL

9,800 円

VOCALOID™3 Library メルリ NEO
（パッケージ版）
VOCALOID™3 Library メルリ

2013 年 12 月 24 日（火）

（ダウンロード版）

(先行販売)

＜製品の概要＞
「VOCALOID™」は、歌詞とメロディー（楽譜情報）を入力するだけで楽曲のボーカルパートを制作で
きる歌声合成技術および、その応用ソフトウェアです。
「VOCALOID™」を用いて楽曲を制作するユーザー
はボカロ P と呼ばれ、ボカロ P によって制作された楽曲は、ニコニコ動画や YouTube などの動画ポー
タルサイトに多数発表され、大きな話題を呼んでいます。最新版の「VOCALOID™3」からは、パソコン
用の歌声編集ソフトウェア「VOCALOID™3 Editor」などに、歌声ライブラリと呼ばれる歌手の声のデー
タベースをインストールすることで、パソコン上で自由に歌声の制作が楽しめます。
今回発売する『VOCALOID™3 Library メルリ NEO』は、「i-style Project」*注 1 の企画より誕生した、
力強さを感じさせる中低音域と艶やかな高音域が特徴の「VOCALOID™3」用の日本語の女性歌声ライブ
ラリです。本製品には、ボカロ P が制作した楽曲の音声ファイルや、「Cubase 7 シリーズ」用プロジェ
クトファイルなど、楽曲制作の参考となる特典を数多く収録しています。（ダウンロード版には特典
は含まれません）。なお、本製品は、「VOCALOID™ Editor for Cubase NEO」と「Cubase 7 シリーズ」
とあわせて使用すれば、Windows 環境のみならず、Mac 環境でも使用することが可能です。

詳細は以下の通りです。
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＜主な特長＞
１．力強い中低音域と艶やかな高音域が魅力の女性歌声ライブラリ
本製品は、確固たる意志を感じさせるような力強い中低音域と、ファルセットに近い艶やかな高
音域が特徴の女性歌声ライブラリです。癖の強すぎない扱いやすい声質にくわえて、推奨音域は
F2 から F4、推奨テンポは 60～180BPM と広く設定されているため、あらゆるジャンルの楽曲に幅
広く対応できます。なお、本製品は、約 200 人を対象に「i-style Project」によって行われた一
般公募にて採用された「鎌田 美沙紀（かまた みさき）」さんの声をもとに制作しました。
２．キャラクターデザインに「CARNELIAN」氏を起用
本製品のシンボルキャラクターである『メルリ』のキャラクターデザインには、「蒼姫ラピス」*
注2
に続いて、ゲーム業界を中心に幅広く活躍されている人気イラストレーターの「CARNELIAN（カー
ネリアン）」氏を起用しました。また『メルリ』は、「蒼姫ラピス」の姉であるなど「蒼姫ラピス」
に深く関連したキャラクター設定がなされています。『メルリ』のキャラクターとしての詳細は
「i-style Project」の公式ウェブサイト(http://i-style.surpara.com/)に掲載されています。

３．「VOCALOID™ Editor for Cubase NEO」に対応
本製品は、スタインバーグ社のソフトウェア「Cubase 7 シリーズ」に組み込むことで Windows/Mac
のいずれの環境でも「VOCALOID™」を使った楽曲制作が可能となるソフトウェア「VOCALOID™ Editor
for Cubase NEO」に対応しています。「VOCALOID™ Editor for Cubase」と「Cubase 7 シリーズ」
と本製品をあわせて使用すれば、Windows/Mac いずれでの環境でも「Cubase」の豊富な機能を使っ
て編集したり、歌声にエフェクトなどの効果を加えることが可能となります。

４．人気ボカロ P 制作の楽曲ファイルなど、楽曲制作の参考となる特典を多数収録（パッケージ版のみ）
『VOCALOID™3 Library メルリ NEO』には、人気ボカロ P が制作した楽曲の音声ファイルをはじめ、
制作に役立つさまざまな特典を収録しています。（本特典はダウンロード版には含まれません。）
特典
音声ファイル

Cubase 7 シリーズ用
プロジェクトファイル

内容
「VOCALOID™3 Editor」用の WAV トラックや、「VOCALOID™ Editor for
Cubase」の Audio トラックにて使用できる非圧縮 Wave 形式のボイスマ
テリアルを 100 以上収録。
「VOCALOID™ Editor for Cubase」と「Cubase 7 シリーズ」をあわせて
お使いの方に向けた、人気ボカロ P 制作楽曲の「Cubase」用プロジェク
トファイル。「VOCALOID™3 Editor」で再生できる VSQX ファイルも収録。
01 : Justitia (feat.メルリ)

作詞・作曲 : だいすけ P

02 : Fate Leading star (feat.メルリ)

作詞・作曲 : BeatCharger

03 : Immature world (feat.メルリ & 蒼姫ラピス)

作詞・作曲 : Taishi

「VOCALOID™3 Job Plugin 「VOCALOID™3 Job Plugin VocaListener™」用のサンプル歌唱音声ファ
VocaListener™」*注 3 体験 イル（WAV）と、それをもとに制作された「VOCALOID™3 Job Plugin
VocaListener™」のプロジェクトファイル(VCLS)を収録。
コンテンツ
*Windows のみ対応

※パッケージ版の販売前に、「VOCALOID™3 Job Plugin VocaListener™」の体験版を、
「VOCALOID™」公式ウェブサイト（http://www.vocaloid.com/）にて配布する予定です。
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＜ご参考：i-style Project メルリ発売記念 × 蒼姫ラピス告知ショー＞
本製品の先行ダウンロード販売を記念して、「i-style Project メルリ発売記念 × 蒼姫ラピス告知
ショー」（主催：i-style Project）を開催します。詳細は、「i-style Project」の公式ウェブサイ
ト(http://i-style.surpara.com/)に掲載されています。
日時

2013 年 12 月 24 日(火)

17:30～18:30 （開場 17:10）

場所

J-POP CAFE 渋谷

内容

本製品を用いた音楽ライブ、トークショー（鎌田美沙紀さん 出演）など

(東京都渋谷区宇田川町 31-2 渋谷ビーム 7 階)

＜動作環境＞
対応 OS

Windows8(32/64bit)/Windows 7(32/64bit)／Vista(32bit)／XP(32bit)
*64bit 版 Windows 8 および Windows7 では、32bit 互換モード(WOW64)で動作します。

CPU

Celeron Dual Core 2.1GHz 以上

必要メモリー

1GB 以上

ハードディスク

3GB 以上の空き容量

推奨音域

F2～F4

推奨テンポ

60～180BPM
・サウンドデバイス
・ダブルレイヤーDVD-ROM ドライブ

その他

・インターネット接続環境: ライセンスアクティベーション、ユーザー登録など
*アクティベーション作業を行うために使用するコンピューターがインターネットに接続されて
いる必要があります。

*上記は「Tiny VOCALOID™3 Editor」で本製品を使用する場合の最低動作環境です。「VOCALOID™ Editor for Cubase NEO」、
「VOCALOID™3 Editor SE」などとあわせて利用する場合は、各製品の動作環境に準じた環境が必要です。
*上記の動作環境・推奨環境を満たしている場合でも、全てのコンピューターにおける動作を保証するものではありません。
*コンピューターの総合的な性能により動作パフォーマンスに違いがあります。

［注1］

株式会社スタジオディーンと株式会社サーファーズパラダイスが手がけるプロジェクトです。従来の
「VOCALOID™」ユーザーのみならず、「VOCALOID™」に触れたことのないライトユーザーも対象とした、
「VOCALOID™」との新しい形のライフスタイルを実現し、提供することを目的としています。
http://i-style.surpara.com/

［注2］

「i-style Project」の企画より誕生した、少し憂いのある中音域と、ハキハキとした元気あふれる高
音域が魅力の日本語の女性声の「VOCALOID™3」歌声ライブラリ、およびそのシンボルキャラクターです。
http://www.vocaloid.com/lineup/vocaloid3/aoki_lapis.html

［注3］

お手本となる歌唱を録音した音声ファイルを入力するだけで、その歌い方にあわせて「VOCALOID™」の
歌声調整パラメータが自動設定される製品。「VOCALOID™3 Job Plugin」として動作します。
http://www.vocaloid.com/lineup/vocalis/
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リバーシブルジャケット対応

ヤマハ ソフトウェア
『VOCALOID™3 Library メルリ NEO』 パッケージ版：オープンプライス
『VOCALOID™3 Library メルリ』 ダウンロード版：9,800 円

＊VOCALOID™(ボーカロイド)は、ヤマハ株式会社の登録商標です。
＊Cubase は、Steinberg Media Technologies GmbH の登録商標です。
＊その他の文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。

この件に関するお問い合わせ先

ヤマハ株式会社
■

報道関係の方のお問い合わせ先
広報部 広報グループ 担当：新川（あらかわ）
〒108-8568

東京都港区高輪 2-17-11

ＴＥＬ

０３－５４８８－６６０１

ＦＡＸ

０３－５４８８－５０６３

ウェブサイト

http://jp.yamaha.com/news_release/
（取材申し込みや広報資料請求が可能です）

■ 一般の方のお問い合わせ先
VOCALOID™3 製品 専用窓口
http://www.vocaloid.com/support/
（お問い合わせはメールでの対応のみとさせていただいております）
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